
部屋番号 セミナールームA セミナールームB セミナールームC セミナールームD セミナールームE セミナールームF

定員 150 150 80 80 80 30
セミナー時間 45分 45分 45分 45分 45分 30分
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13:50
13:55
14:00
14:05
14:10
14:15
14:20
14:25
14:30
14:35
14:40
14:45
14:50
14:55
15:00
15:05
15:10
15:15
15:20
15:25
15:30
15:35
15:40
15:45
15:50
15:55
16:00
16:05
16:10
16:15
16:20
16:25
16:30
16:35
16:40
16:45
16:50
16:55
17:00
17:05
17:10
17:15
17:20
17:25
17:30
17:35
17:40
17:45
17:50
17:55
18:00
18:05
18:10
18:15
18:20
18:25
18:30
18:35
18:40
18:45
18:50
18:55
19:00
19:05
19:10
19:15
19:20
19:25
19:30
19:35
19:40
19:45
19:50
19:55
20:00

ロングステイのすすめ〜ロング
ステイ財団によるロングステイ

最新情報〜

⼀般財団法⼈ロングステイ財
団

タイ王国のお客様に、特別な
居住プログラム【タイランドエ

リート】のご案内

タイランド プリビレッジ カード株
式会社

タイ王国のお客様に、特別な
居住プログラム【タイランドエ

リート】のご案内

タイランド プリビレッジ カード株
式会社

MM2Hビザ最新情報、現地
資産運⽤と税⾦

トロピカル・リゾート・ライフスタイ
ル（MM2H）株式会社社・
東京事務所【ペナンサロン、ク
アラルンプールサロン②、ジョ

ホールバルサロン】

タイ・ロングステイの魅⼒

タイ王国観光局

インドネシアのロングステイ

インドネシア共和国観光省

『ロングステイとお⾦の話(上
級編)

三村明（ＦＰコンサルタント
／三村明ＦＰ事務所代表）

ハワイの⼤⾃然を満喫して⼼
も体も健康にリフレッシュ！

トレース 初美 （ハワイ
Happy Hatsumi Yoga 代

表）

⾐⾷住+MM2H　マレーシア
最新情報

N.S VISION(MM2H) SDN
BHD/Step1Malaysia.com

【クアラルンプールサロン④】

MM2Hビザ最新情報、現地
資産運⽤と税⾦

トロピカル・リゾート・ライフスタイ
ル（MM2H）株式会社社・
東京事務所【ペナンサロン、ク
アラルンプールサロン②、ジョ

ホールバルサロン】

アメージングタイランド：タイ
で暮らすように旅をする

タイ国政府観光庁

海外移住＆海外投資時に有
利な国際税務戦略（事前＆

事後対策）

税理⼠法⼈ネイチャー国際資
産税

11年連続1位の⼈気を知る・
マレーシアロングステイセミナー

マレーシア政府観光局

欧州どこでも住めちゃう!? ポ
ルトガル・⻩⾦ビザを徹底攻

略!

Global Investment
Academy

世界中で最短＆最安費⽤で
取得できる！フィリピン永住権

フィリピン
ハロハロホーム

世界中で最短＆最安費⽤で
取得できる！フィリピン永住権

フィリピン
ハロハロホーム

欧州鉄道で楽しむための最新
情報〜個⼈旅⾏のTips〜

レイルヨーロッパ

フィリピンの概要とロングステ
イ、リタイアメント、英語留学

最新情報

フィリピン観光省

｢お⾦を気にしながらのロング
ステイにさようなら｣〜資産を
減らさずロングステイを楽しむ

三光ソフランホールディングス株
式会社

ワーケーションから始まるロン
グステイライフ

⼀般財団法⼈ロングステイ財
団 × ⼀般社団法⼈⽇本テレ

ワーク協会

スイスの⼭岳リゾートが旅⾏
者から選ばれ続ける理由とは

⼭⽥　桂⼀郎（ＪＴＩＣ Ｓ
ＷＩＳＳ 代表）

インバウンドをまちづくりに活か
すために

⼭⽥　桂⼀郎（ＪＴＩＣ Ｓ
ＷＩＳＳ 代表）

若⼿落語家の65泊83⽇中
国漫遊記〜ウイグル⾃治区
からチベットまで中国横断⼆

⼈旅〜

⼊船亭遊京（落語家）

｢ロングステイ中の万が⼀に備
える｣=注意すべきはスリ？
ひったくり？それとも･･･=

福永佳津⼦（海外⽣活カウ
ンセラー/⼀般社団法⼈海外
邦⼈安全協会理事/ロングス
テイ財団政策審議委員）

⼈⽣を楽しむ秘訣はロングス
テイの中にある

⼟⽣ 哲雄（第⼀交通産業
（株）取締役）/⼤澤　真／
(株)フィーモ 代表取締役/⼭
⽥　厚史 ／ジャーナリスト

『ロングステイとお⾦の話(⼊
⾨編)

三村明（ＦＰコンサルタント
／三村明ＦＰ事務所代表）

｢911に学ぶ⽇本⼈としての
⾃覚と誇り｣=海外で事件に

巻き込まれるということ=

福永佳津⼦（海外⽣活カウ
ンセラー/⼀般社団法⼈海外
邦⼈安全協会理事/ロングス
テイ財団政策審議委員）

⾐⾷住+MM2H　マレーシア
最新情報

N.S VISION(MM2H) SDN
BHD/Step1Malaysia.com

【クアラルンプールサロン④】

世界遺産めぐりの前の『世界
遺産おもしろ基礎知識』

⽚岡英夫（世界遺産アカデ
ミー認定講師・検定マイス

ター）

今が訪れ時！珠⽟の世界遺
産ヴェネツィア・ドロミティの旅
⽚岡英夫（世界遺産アカデ
ミー認定講師・検定マイス

ター）×雲野右⼦(LS財団公
認ロングステイアドバイザー　世
界遺産アカデミー認定講師世
界遺産検定マイスター　⽇本
ユネスコ協会連盟会員　フリー

アナウンサー)

ハワイの⼤⾃然を満喫して⼼
も体も健康にリフレッシュ！

トレース 初美 （ハワイ
Happy Hatsumi Yoga 代

表）

ロングステイしながら、スイス
の美しい花・⼭・⾃然・鉄道・

世界遺産を楽しもう！
⽚岡英夫（世界遺産アカデ
ミー認定講師・検定マイス

ター）×雲野右⼦(LS財団公
認ロングステイアドバイザー　世
界遺産アカデミー認定講師世
界遺産検定マイスター　⽇本
ユネスコ協会連盟会員　フリー

アナウンサー)

海外⽣活を快適に安全に暮ら
すための⽅法ロングステイ健
康⻑寿を達成できるか？

溝尾朗（⽇本旅⾏医学会
監事/⻑期滞在型ロングステイ

観光学会 理事）

マレーシア・イポーでロングステ
イをしましょう！（アジア第６

の訪問地）

ハイビスカスニューライフスタイル

アジアのラストリゾート”カンボ
ジア”でロングスティ＆不動産

投資

Jアセットパートナーズ株式会社
（カンボジア）


